
ロケーションボックス事業実績一覧 
 

国分寺市『事務報告書』平成27～29年度 より 

１．ロケ地カタログ件数  161件 

 

２．利用ランキング（平成27～29年度実績） 

 

  №１ お鷹の道・真姿の池湧水群 

  №２ 新幹線資料館 

  №３ 市立公園各所 

  №４ 史跡武蔵国分寺跡 

  №５ 史跡の駅 おたカフェ 

 
３．平成27年度 ロケーションボックス事業 
 

問い合わせ件数      139件 

撮影件数          36件 
 

 
内 容 ロ ケ 地 

1 バラエティ番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

2 プロモーションビデオ撮影 市内幼稚園 

3 自主製作映画撮影 市立公園 

4 自主製作映画撮影 市立公園 

5 自主製作映画撮影 市立公園，市立小・中学校 

6 旅番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群，殿ヶ谷戸庭園，国分寺薬師堂 ほか 

7 情報番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

8 ＣＭ映像撮影 市立公園 

9 情報誌スチール写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

10 ドキュメンタリー番組撮影 市立公園 

11 情報誌スチール写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群，殿ヶ谷戸庭園，武蔵国分寺跡 ほか 

12 情報番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

13 情報誌スチール写真撮影 史跡の駅おたカフェ周辺 

14 情報番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

15 企業宣材写真撮影 武蔵国分寺跡 

16 情報番組撮影 市立中学校 

17 企業社内研修用映像撮影 市内幼稚園 

18 企業宣材映像撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群，国分寺薬師堂，武蔵国分寺跡 ほか 

19 広報誌写真撮影 史跡の駅おたカフェ 

20 情報誌スチール写真撮影 都立武蔵国分寺公園，市立公園，武蔵国分寺跡 ほか 

21 旅番組映像撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

22 企業宣材映像撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群，史跡の駅おたカフェ 

23 テレビドラマ撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

24 情報誌写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

25 テレビドラマ撮影 市立公園，国分寺市役所駐車場 

26 バラエティ番組撮影 市民スポーツセンター 

27 短編映画撮影 元町用水周辺 

28 バラエティ番組撮影 市立公園 

29 ＣＭ映像撮影 市道 

30 企業社内報 都立武蔵国分寺公園，武蔵国分寺跡 

31 情報誌写真掲載 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 



32 テレビドラマ映像撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群周辺 

33 アーティストＤＶＤ映像撮影 市立中学校 

34 バラエティ番組映像撮影 市内農園 

35 情報誌写真撮影 市役所駐車場 

36 バラエティ番組映像撮影 市立中学校 
 

 
４．平成2８年度 ロケーションボックス事業 

 

問い合わせ件数      153件 

撮影件数          35件 
 

 
内 容 ロ ケ 地 

1 ドキュメンタリー番組撮影 新幹線資料館 

2 旅番組撮影 史跡武蔵国分寺跡・お鷹の道・伝鎌倉街道 

3 旅番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・史跡の駅おたカフェ 

4 バラエティ番組 ※写真提供のみ 新幹線資料館 

5 情報誌スチール写真撮影 新幹線資料館 

6 バラエティ番組撮影 黒鐘公園 

7 バラエティ番組撮影 市立第一中学校・恋ヶ窪樹林地・北の原地域センター 

8 バラエティ番組撮影 市民スポーツセンター 

9 情報誌スチール写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・おたかの道湧水園 

10 情報誌スチール写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

11 ドキュメンタリー番組撮影 新幹線資料館 

12 書籍（鉄道）写真撮影 新幹線資料館 

13 ニュース番組内特集撮影 
都立殿ヶ谷戸庭園・お鷹の道・真姿の池湧水群・武蔵国分寺・ラ
イトハウス 

14 ニュース番組内特集撮影 けやき公園 

15 雑誌（旅行）写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・史跡の駅おたカフェ・武蔵国分寺 

16 自主製作映画撮影 窪東公園 

17 雑誌（旅行）写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

18 教養番組撮影 新幹線資料館 

19 プロモーションビデオ撮影 市立第一中学校 

20 テレビドラマ撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・史跡の駅おたカフェ 

21 自主制作映画撮影 史跡の駅おたカフェ 

22 アーティストＣＤ写真撮影 市立第一中学校 

23 スポット番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

24 バラエティ番組撮影 市立第一中学校・窪東公園 

25 情報誌スチール写真撮影 史跡の駅おたカフェ 

26 バラエティ番組撮影 史跡武蔵国分寺跡 

27 アーティスト映像撮影 新幹線資料館・伝鎌倉街道・お鷹の道・真姿の池湧水群・珍屋 

28 旅番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・史跡の駅おたカフェ・姿見の池 

29 アーティスト映像撮影 市立第一中学校・武蔵国分寺・めぐるみLabo&Café 

30 ニュース番組撮影 武蔵国分寺跡資料館 

31 ニュース番組撮影 市役所駐車場（フードワゴン) 

32 ドキュメンタリー番組撮影 新幹線資料館 

33 旅番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・姿見の池 

34 ８Ｋ宣材映像撮影 けやき台分譲団地 

35 バラエティ番組撮影 史跡武蔵国分僧寺跡周辺 

 



 

５．平成2９年度 ロケーションボックス事業 
 

問い合わせ件数      117件 

撮影件数          34件 

 

 
内 容 ロ ケ 地 

１ 情報誌掲載（写真提供のみ） プレイステーション 

２ 広報紙写真撮影 新幹線資料館 

３ 旅番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

４ 海外番組撮影 国分寺・お鷹の道 

５ ドキュメンタリー番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・姿見の池・第四中学校（風景撮影） 

６ 広報紙写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

７ 広報紙写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

８ バラエティ番組撮影 富士本90度公園 

９ 広報紙写真撮影 窪東公園 

10 バラエティ番組撮影 武蔵国分寺跡資料館・お鷹の道・真姿の池湧水群 

11 プロモーションビデオ撮影 黒鐘公園 

12 広報紙掲載（写真提供のみ） お鷹の道・真姿の池湧水群 

13 広報紙写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

14 情報誌写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

15 広報紙掲載（写真提供のみ） お鷹の道・真姿の池湧水群 

16 情報番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

17 情報誌写真撮影 新幹線資料館 

18 プロモーションビデオ撮影 内藤神社・松本園製茶工場ほか 

19 バラエティ番組撮影 都立殿ヶ谷戸庭園開放公園 

20 情報誌写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

21 情報誌掲載（写真提供のみ） こくベジ 

22 プロモーションビデオ撮影 
おたかの道湧水園・中村農園・イングリッシュガーデンローズカフ
ェ 

23 プロモーションビデオ撮影 国分寺・お鷹の道・真姿の池湧水群 

24 ドキュメンタリー番組撮影 市役所 

25 旅番組撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

26 バラエティ番組撮影 市民室内プール 

27 情報誌写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

28 バラエティ番組撮影 国分寺（万葉植物園）・お鷹の道・真姿の池湧水群 

29 バラエティ番組撮影 新幹線資料館 

30 情報誌写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群 

31 情報誌写真撮影 市内各所 

32 情報誌掲載（写真提供のみ） こくベジ 

33 広報紙写真撮影 お鷹の道・真姿の池湧水群・都立殿ヶ谷戸庭園・国分寺 

34 ドラマ撮影 黒鐘公園 

 


